
Access

入場
無料

本社　〒151-0061 東京都渋谷区初台2-11-8

TEL 03-5350-0671　FAX 03-5350-0678

サンシャインシティ 文化会館2階 展示ホールD1
〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目1-4 TEL03-3989-3486

Access

池袋
ininin

㈱トプコンソキアポジショニングジャパン，㈱ジェノバ，コンピュータ･システム㈱，

㈱アプリコア，リーグルジャパン㈱，3D GEOKOSMOS合同会社，㈱きもと

福井コンピュータ㈱，福井コンピュータ㈱マーキュリー事業部，アイサンテクノロジー㈱，

㈱コンピュータシステム研究所

㈱コノエ，㈱マイゾックス，㈱大平産業，㈱リプロ

ダイワボウ情報システム㈱，日本ヒューレット･パッカード㈱，エプソン販売㈱，ブラザー販売㈱，

キヤノンマーケティングジャパン㈱，京セラドキュメントソリューションズジャパン㈱，

サンワサプライ㈱，㈱ソーキ，㈱ウォーターネット
※順不同

山下商事株式会社
http://www.s-ys.co.jp/

横浜支店　　TEL：045-312-1368　FAX：045-312-0875
〒220-0074　神奈川県横浜市西区南浅間町19-1

山梨営業所　TEL：055-225-5035　FAX：055-225-5036
〒400-0856　山梨県甲府市伊勢4-21-8

厚木営業所　TEL：046-249-6121  FAX：046-249-6122
〒243-0036　神奈川県厚木市長谷1701

首都圏営業部
TEL：03-5350-2308　FAX：03-5350-2309

東京営業部 / 埼玉・東関東ブロック
TEL：03-5350-0671　FAX：03-5350-0678

※お問い合わせは山下商事（株）各営業担当まで

★ご予約や詳細案内のご確認は、弊社ホームページをご覧ください。
　http://www.s-ys.co.jp/ysfair

　上記サイトにアクセスしていただき、セミナーお申し込みボタンをクリックしてください。 ＱＲコードを
ご利用ください。

サンシャインパーキング
(1800台まで収納)

池袋駅東口より徒歩9分
東池袋駅より徒歩3分

セミナータイトル 担当メーカー

7/5(⽔)

7/6(⽊)

開催時間

3Dデータ活⽤セミナー　〜空から地上からi-Constructionへ〜　3Dデータ活⽤セミナー　〜空から地上からi-Constructionへ〜　

GNSS(NW型NW型)の最新動向(配信データの⾼精度化と導⼊事例)の最新動向(配信データの⾼精度化と導⼊事例)

TREND-ONEとTREND-POINTの活⽤

⼤規模点群⾼速編集ツール「WingEarth」ご紹介⼤規模点群⾼速編集ツール「WingEarth」ご紹介

3次元データの取得と活⽤(3次元データの取得と活⽤(MAGNETCollage）e）

⼭下商事(株)

(株)ジェノバ

福井コンピュータ(株)

アイサンテクノロジー(株)

(株)トプコンソキアポジショニングジャパン

⑤ 13:00〜14︓00

⑥ 14:40〜15︓40

3Dデータ活⽤セミナー　〜空から地上からi-Constructionへ〜3Dデータ活⽤セミナー　〜空から地上からi-Constructionへ〜 ⼭下商事(株)④ 10:30〜11︓30

③ 14:40〜15︓40

① 10:30〜11︓30

② 13:00〜14︓00

No.

展示会場内展示会場内にてにて開催！開催！展示会場内にて開催！

事前予約制！ 各セミナー先着20名様！

山下商事株式会社 代表取締役 吉田公二

お客様、皆様へ
ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引立てを賜わり、ありがたく御礼申し上げます。
さて、弊社は来る7月5日、6日の2日間、恒例となりましたYSフェアを開催することと相成りました。
最新の3D機器やトータルステーション、事務機器の展示や、各種セミナー、測量機の無料点検などをとおして、
皆様のお役に立ちたいと考えております。
社員、出展者一同、感謝の心をもって皆様のご来場をお待ちいたしております。
ご多忙の折とは存じますが、お誘い合わせの上ご来場いただきますよう、お願い申し上げます。

10：00～16：30
・7/6(木)7/5(水)日日日日時時日時 会会会会場場会場・7/6(木)・7・7/6(木)(木)7/5(水)7/5(水)(水)2017/2017/2017/2017/

10：00～16：3010：00～16：3010：00～16：30

池袋サンシャインシティ
文化会館2階 展示ホールD1

池袋サンシャインシティ
文化会館2階 展示ホールD1

池袋サンシャインシティ池袋サンシャインシティ
文化会館2階文化会館2階 展示ホールD1 展示ホールD1

測量機器無料簡易点検測量機器無料簡易点検

トータルステーション・レベル・1素子プリズム・ピンポールプリズム等の
気泡管と求心の調整（レーザー求心は除く）を無料で行います。

※点検は受付順に行います。お時間に余裕をもってお越しください。※混雑により当日点検が終わらない
　場合がございますのでご了承ください。※修理が必要な場合は別途お見積りをさせて頂きます。

10：00～14：00
1社1台まで
(YMS会員様は3台まで)

※お一人様につき一度のみ体験が行えます。
※充電中・および終了時間にともない､体験順番に
　なりましてもご利用になれない場合がございます。
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東入口東入口

南B入口南B入口南A入口南A入口
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P
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GT-1005GT-1005OS-105OS-105iX-1005iX-1005

iX-505iX-505

FX-105FX-105

GLS-2000GLS-2000
GT-505GT-505

（ミドルサイズ）

（自動追尾タイプ）（自動追尾タイプ）（自動追尾タイプ）

（自動視準タイプ） （自動視準タイプ）

（自動追尾タイプ）（自動追尾タイプ）（自動追尾タイプ）

価格は担当営業にご相談ください！



マーキュリー事業部

コンピュータ･システム㈱

UAVによる写真測量及び構造物調査サービス

高密度ネットワーク型RTK-GNSS補正データ配信

YSコーナー

TM

CL3データ専用のUDS変換ソフトウェア

t-navi 定点・自動変位計測システム

自動追尾型のトータルステーションと接続する
ことにより、1台のトータルステーションで
複数点の定点観測を自動的におこなえます。

どこでも持ち運べ、その場で真北測定が
可能！トラバース測量による基準点移設
や太陽観測などが不要に。
可搬性に優れ、効率的に作業を行えます。

『MAGNET Collage』で生成したスキャナー、
UAV、MMSの大容量点群データ(CL3)をUDS
データへ変換。CL3データを約30％に圧縮可能。

UDS専用のビューア
アプリケーション

Windows版 Rhinoceros に対応した
プラグインツール。大容量の点群データを
利活用するパワーと、2D/3Dモデリングに
必要なあらゆる機能が満載された最新鋭の
点群データのモデリングプロダクト。

モデムと携帯電話の機能を一体化した、
KDDIのCRG（LTE）網を使用する
ジェノバ専用の通信装置。

無線センサ端末を内蔵した情報発信杭！

LN-100用のスマホタブレット上で動く、
放射観測・測設観測・平板観測・座標計算・
写真登録・図面出力・座標入力が出来る
画期的なソフト。

低価格で業界標準CADと同じ様に使用できるDWG互換CAD。DWGの他、
JWW・SXF等 多様なファイル形式に対応し、製図にて使用頻度が高い機能も搭載。

強力な 64bit アプリケーションへと
リニューアル。航空写真等の写真データや
点群データ等々、巨大なデータも
手軽に扱えるパワーを備えています。

（旧製品：JDraf）

e-navi LN-100用ソフト

超高速点群データビューア

※一部定価販売商品もございます。　※金額はすべて税別です。　※OA機器の廃棄及び搬入設置料は別途ご相談ください。※一部定価販売商品もございます。　※金額はすべて税別です。　※OA機器の廃棄及び搬入設置料は別途ご相談ください。
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UDS
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70％
CUT!

ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機ヤマヨ測定機

ボッシュ

OKI

スキャナー

一体型モデル

PCレスで簡単操作

\22,500-\22,500-\22,500-

\29,800-\29,800-\29,800-

\8,000-～\8,000-～/月/月\8,000-～/月

標準価格\60,000-

標準価格\45,000-

\700-\700-\700-
標準価格 OPEN

\3,950-\3,950-\3,950-
標準価格\7,980-
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標準価格\42,000-
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UAV向けレーザースキャナー

VUX-1UAV

反射スタッフⅡ 5m3段
RSFⅡ-53

マンホールバール36型
C811dnC811dnC811dn

3Xミリオン 50ｍ3Xミリオン 50ｍ3Xミリオン 50ｍ

GBH 36V-PLUS

TSミニプリズム
ピンポールセット
(2段石突付)
TSP-WSIS

ミニプリズム
ピンポールセット
M-1500MP/GP(デュアルロック)

ネットワーク型GNSSサービス
    ★JENOBA方式
　　★PAS方式

情報杭・センサ杭

CPTrans-SL2/A

精密木脚
PMWⅡ-OL/OT

防災ライト

AQUMO CANDLE

コノエネイル
コノエプレート各種

ゼロショックタブレット
LT-JT1101/BCX2

DesignJet T830MFP DesignJet T930HDD

測量機・測定器・計測器
レンタル事業

TASKalfa 3252ci

TREND-ONE TREND-CORE

TREND-POINT

MFC-J6973CDW MFC-J6980CDW

NASユニット
NSB-75S4T4DW2

その他消耗品
多数展示!!

低価格＆高性能のDWG互換CAD

抜群の精度、強度、
使い易さ、安定感

トプコン点群データフォーマット(CL3)を
簡単にUDSへ変換、スムーズに閲覧

ワイドな表面に
プリズムシートを装着

振動の少ない木製三脚

電池のいらない非常灯電池のいらない非常灯電池のいらない非常灯電池のいらない非常灯電池のいらない非常灯電池のいらない非常灯電池のいらない非常灯

自動追尾用プリズム
ZERO220

全ては｢ZERO｣から始まる

オフィス向け複合機

超コンパクトA0大判複合機

10.1インチワイドタイプ10.1インチワイドタイプ
堅牢タブレットPC堅牢タブレットPC
10.1インチワイドタイプ
堅牢タブレットPC

4ベイWSS20124ベイWSS2012
R2Wkg搭載NAS4TBR2Wkg搭載NAS4TB
4ベイWSS2012
R2Wkg搭載NAS4TB

A3フル対応&A3フル対応&
両面同時スキャン機能搭載両面同時スキャン機能搭載

A3フル対応&
両面同時スキャン機能搭載

高耐久&A3フル対応の高耐久&A3フル対応の
ハイスペック複合機ハイスペック複合機
高耐久&A3フル対応の
ハイスペック複合機

A0スタンダードモデル

手軽に持ち運びができる手軽に持ち運びができる
バータイプLEDライトバータイプLEDライト
手軽に持ち運びができる
バータイプLEDライト

電池残量を1％刻みで
デジタル表示

世界初
セルフラーニング機能搭載の

マルチステーション 

次世代情報収集端末
防塵防滴対応

ハイブリッドデータコレクタ 

64bit対応！ 

大規模3次元点群高速編集ツール 

1台で、コピー、スキャン、プリント

「知る」「伝える」「防ぐ」

オートジャイロステーション
GYRO3XⅡP

imageRUNNER ADVANCE
C3530F

imagePROGRAF
iPF670 MFP

PX-M7070FX PX-S7070X 

モバイルバッテリー
BTL-RDC9BK 

WingNeo INFINITY7 

Leica
Nova MS60

 ARES

LEDポータブルライト
USB-TOY90W_ML 

UAV搭載用 小型LiDARセンサー

miniVUX-1UAV

Rhinoceros用プラグイン

Arena4D for Rhino

サーバーレンタル料金サーバーレンタル料金
 （メンテナンス料込 / 消費税別 )

 円 / 月1,0001,000

ボトル料金ボトル料金
 （12L ボトル ) 宅配料込み / 消費税別  円 / 本1,2001,200

美味しい水、安全な水が、
いつでもそばにあるように

本体も、機能も、ロングライフな
京セラ技術の集大成

測量成果作成・活用システム 測量成果の活用で国土を創造する…

ドローン展
示！

ドローン展
示！ドローン展
示！

ネットワーク型GNSSサービス
    ★JENOBA方式
　　★PAS方式

超軽量タイプ・オンライン波形分析
UAV搭載型レーザースキャナー

超小型・軽量化された
航空レーザースキャナー

ドローン展示！

ドローン展示！

ドローン展示！

① DMP-9 or DMP-1000
② クッションケース PR-CS
③ LEDフラッシュライト シミ

MAGNETMAGNET
CollageCollage
付き！付き！

MAGNET
Collage
付き！

GT-1005GT-1005OS-105OS-105iX-1005iX-1005

iX-505iX-505

FX-105FX-105

GLS-2000GLS-2000
GT-505GT-505

（ミドルサイズ）

（自動追尾タイプ）（自動追尾タイプ）（自動追尾タイプ）

（自動視準タイプ） （自動視準タイプ）

（自動追尾タイプ）（自動追尾タイプ）（自動追尾タイプ）

フェア期間中 お値段最大50％OFF！フェア期間中 お値段最大50％OFF！

価格は担当営業にご相談ください！


	表面_完成
	裏面_完成

